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Scenic Byway Hokkaido 2009 

資料５－１（別冊）



（１）制度広報

大項目 分類 出版物等 時期 仕様 対応 備考 監修・主催

・制度紹介パンフレット　全編 平成19年～ Ａ４：８面 -
シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

（外国人対応パンフレット_中国語：簡体字/韓国語/英
語）

平成19年～ Ａ４：４面 -
＊ＰＤＦ/イラスト
レータ

シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

・制度紹介DVD 2007 平成19年～ 全編約14分 貸出可
＊各機関へ１部
配布

シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

・制度紹介DVD　外国人対応DVD＿英語 平成19年～ 全編9分30秒 貸出可
シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

・各ルート紹介DVD

　（シーニックバイウェイ指定6ルート） 平成18年～ ３分30秒 貸出可
シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

　（支笏洞爺ニセコルート＿３エリア） 平成18年～ ３分 貸出可
シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

　（大雪・富良野ルート） 平成18年～ ５分 貸出可
シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

　（東オホーツクシーニックバイウェイ） 平成18年～ ３分 貸出可
シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

　（宗谷シーニックバイウエイ） 平成18年～ ３分 貸出可
シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

　（函館・大沼・噴火湾ルート） 平成18年～ ３分 貸出可
シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

　（釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウエイ） 平成18年～ ３分 貸出可
シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

・制度紹介パネル（制度2枚、指定7枚） 平成20年～ A１：9枚 貸出可
シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

・シーニックバイウェイ北海道環境の取組（１枚:英語表
記）

平成19年～ A１：1枚 貸出可
シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

ＨＰ ・推進協議会ＨＰ
平成19年リニューアル

平成20年更新
リンク可

シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

映像
（ＤＶＤ）

◇シーニックバイウェイ北海道推進協議会の取り組み（平成21年度）

制度広報

パンフレッ
ト

パネル



（２）推進協議会構成機関による情報提供

大項目 出版物等 時期 監修・主催

平成21年
社団法人北海道商工会議所
連合会

平成21年 北海道観光振興機構

平成21年 北海道観光振興機構

平成22年 北海道観光振興機構

平成21年 （社）日本自動車連盟

2010年版
（平成21年度発行）

（社）日本自動車連盟

平成19年 北海道

平成19年 北海道

平成21年 北海道経済産業局

平成21年 北海道開発局

（３）フォーラム・協賛プロモーション等

大項目 時期 監修・主催

フォーラム
平成20年

11月23・24日開催
シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

平成20年
9月20日

０８田舎体験in赤れんが実行
委員会

平成20年
10月4日・5日

NPO　日本都市計画家協会

平成21年
2月9日

北海道観光振興機構

全国まちづくり会議2008北海道

北海道開発局道路事業概要

シーニックバイウェイ北海道フォーラム

催事名等

http://jafnavi.jp/
（社）日本自動車連盟ホームページにて、「ＪＡＦナビ」で指定
ルートおすすめドライブコースを掲載中

北海道サミット向けパンフレット（９カ国語）にて、シーニックバ
イウェイを紹介

「広域・総合観光集客サービス事業支援（経済産業省）」を
シーニックバイウェイ支援センターへ紹介

北海道　観光マスター検定　公式テキスト
シーニックバイウェイ北海道の概要を掲載

平成18年　テキスト初版から掲載

北海道観光振興機構発行　2009年版「北海道」にて、シー
ニックバイウェイ北海道及び、指定６ルートを紹介

北海道観光振興機構発行　2009年版「心も大きくなれる旅・
北海道道央パレット（繁体字）にて、シーニックバイウェイ北海
道及び支笏洞爺ニセコルート概要を紹介

備考

推進協議会
構成機関に
よる情報提

供 （社）日本自動車連盟：ＪＡＦツーリングマップ北海道版

　「行駛於北海道」（海外旅行客対応：中国語_繁体字）

備考

０８田舎体験in赤れんが

協賛プロ
モーション

雪まつり会場「地域PRコーナー」
（ルート連携PR　in　さっぽろ雪まつり）

「さっぽろ雪まつり」の機構ステージでＰＲ機会の場を提供（３
つのルートが参加）



（４）全道的来訪促進の取り組み（情報提供等）

全道的来訪
促進

分類 出版物等 時期 監修・主催

新聞 新聞 全道紙　　4件、地域版・業界紙　　196件 平成20年

ラジオ 「多恵子の今夜もふたり言」
平成20年6月30日

～7月3日
ＨＢＣラジオ

テレビ
「どさんこワイド」
（十勝平野・山麓ルート）

平成21年5月13日 ＳＴＶ

旅行雑誌 北海道ウォーカー 平成20年4月 角川書店

旅行雑誌 じゃらん 平成20年　7,8月号 じゃらん

ドライブ観光
雑誌

まっぷるマガジン「北海道ベストプラン08-09」「北海道
‘09」「ベストドライブ北海道」

平成20年 昭文社

ニッポンレンタカー　北海道ドライブガイド 平成20年 ニッポンレンタカー

トヨタレンタカー　Hokkaido Road map 平成20年 トヨタレンタカー

駅レンタカー　北海道ドライブマップ 平成20年 ＪＲ

マツダレンタカー　北海道ドライブマップ 平成20年 マツダレンタカー

日産レンタカー　Hokkaido　Ｄｒｉｖｅ　Ｍａｐ　 平成20年 日産レンタカー

ホンダレンタリース 平成20年 ホンダレンタリース

オリックスレンタカー　Hokkaido　Ｄｒｉｖｅ　Ｍａｐ　 平成20年 オリックスレンタカー

北海道道の駅ニュース 平成20年（季刊） 北海道地区「道の駅」連絡会

北海道道の駅　スタンプラリー　スタンプブックス 平成20年 北海道地区「道の駅」連絡会

平成20年 ＶＪＡグループ

ANA ANAスカイホリデー　レンタカーで行く北海道の旅 平成20年 全日空

トップツアー Let’s　北海道　7/12～9/30 平成20年 トップツアー

skymark 機内誌 平成20年9月 skymark

ＪＲ北海
道

観光マップ 平成21年5月 ＪＲ北海道

平成19年12月 楽天トラベル

シーニックバイウェイルート紹介

楽天トラベル　楽天おすすめ特集　真冬の大自然体験とドライブコース
http://travel.rakuten.co.jp/movement/hokkaido/0
8/

民間企業と
の連携によ
る情報発信

大雪・富良野ルート紹介

マスコミ等と
の連携によ
る情報発信

備考

ＶＩＳＡ

・レンタカープランモデルコースとして、シーニック
バイウェイを紹介（春夏/秋冬）

ドライブマップの紹介

＊エアナビの北海道オリジナル情報でシーニック
景観ポイントを掲載

レンタカー会
社との連携
による情報

発信

他機関との
連携による
情報発信



＊参考：指定支援機関　＿有限責任中間法人シーニックバイウェイ支援センター　広報配布物等　一覧

出版物 時期 仕様 対応 備考 問い合わせ先

・SCENE（1回発行・夏号） 平成21年 A5冊子 提供可
＊配布スタンド
有り

シーニックバイウェイ支援セン
ター

・Byway（3回発行・秋・冬・春夏号） 平成21年 A5冊子 提供可
＊配布スタンド
有り

編集：シーニックバイウェイ支
援センター

・フォト倶楽部紹介　パネル
　各年間入賞作品プリント有

平成19年 A１・ほか 貸出可
シーニックバイウェイ支援セン
ター

・フォト倶楽部　会員募集 アドカード 平成20年 名刺サイズ 提供可
シーニックバイウェイ支援セン
ター

・ドライブマップチラシ 平成21年 A1/A４ 提供可
シーニックバイウェイ支援セン
ター

・シーニックの森づくりに参加しませんか 平成20年 A3二つ折り 提供可
シーニックバイウェイ支援セン
ター

・あなたの代わりに木を植えます 平成20年 A４ 提供可
シーニックバイウェイ支援セン
ター

・雪はね隊！In上富良野 2009 平成21年2月7日 A４ 提供可
シーニックバイウェイ支援セン
ター

・シーニックバイウェイ北海道”みち”からはじまる地域自

立　チラシ
平成18年 A４ 提供可

シーニックバイウェイ支援セン
ター

その他 CD カイドーショーカ
平成20年
配布中

参考URL　http://www.koh-
h.tv/scenicbyway.html

分類

チラシ

パネル

情報紙



シーニックバイウェイ北海道ＰＲ活動
～推進協議会構成機関による情報提供～

北海道商工会議所連合会

北海道商工会議所連合会発行の「北海道観光ハンドブック」（北海道観光マスター検定公式テキスト）に
シーニックバイウェイの概要を掲載



シーニックバイウェイ北海道推進協議会の取り組み
～推進協議会構成機関による情報提供～

機関名　　社団法人北海道観光振興機構

・北海道観光振興機構発行のリーフレット（平成２１年版）の中でシーニックバイウェイ北海道及び、指定６ルートを
紹介



シーニックバイウェイ北海道推進協議会の取り組み
～推進協議会構成機関による情報提供～

機関名　　社団法人北海道観光振興機構

・平成２１年度北海道観光振興機構発行の「心も大きくなれる旅・・北海道道央パレット」（繁体字版）にてシーニック
バイウェイ北海道及び支笏洞爺ニセコルート概要を紹介



シーニックバイウェイ北海道推進協議会の取り組み
～推進協議会構成機関による助成制度紹介・実行支援～

機関名　北海道経済産業局

平成21年度「広域・総合観光集客サービス支援事業※　」（経済産業省）をシーニックバイウェイ支援センターに紹
介、「北海道ドライブ観光推進プロジェクト」採択に向けたアドバイス、支援事業実施に際してのサポートなどを行う。

※　広域的で幅広い関係者の連携により、他地域と差別化された観光・集客サービスを構築する地域・業種横断的な取
　　組を支援する事業として平成19年度創設（補助率1／2　 大3年間の継続が可能）。平成22年度からは地域集客・交
　　流産業活性化事業に組み替え。

(主な補助対象事業）

秋号（vol.1） 冬号　(vol.2）

ドライブ観光総合情報誌「Byway」の発行

各種モデルツアーの試行

トップページトップページ 地域情報地域情報

ドライブ観光専門webの構築（構築中）

Bywayコミュニティ会議 Bywayインター
ナショナル会議

「Bywayコミュニティ会議」、
「Bywayインターナショナル会議」の開催

ブランド化
や商品開発
に関する研
修会

外国人観光客への「おもてなし」研修会

各種研修会の開催

各地域のホー
ムページ担
当の研修会



シーニックバイウェイ北海道推進協議会の取り組み
～推進協議会構成機関による情報提供～

（社）日本自動車連盟

・社団法人日本自動車連盟ＨＰ「ＪＡＦナビ」にてシーニックバイウｴイ北海道及び
ルートを利用したドライブコースを紹介
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